
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスプレイ領域に映像光を投写する映像光投写手段と、前記ディスプレイ領域を撮像す
る撮像手段と、前記撮像手段によって得られた撮像情報から前記ディスプレイ領域に位置
する人物の位置情報を検出する人物位置検出手段と、前記人物の位置情報から前記映像光
の輝度調整領域を決定する輝度調整領域決定手段と、前記輝度調整領域の前記映像光の輝
度を調整する映像光輝度調整手段と、を有することを特徴とする投写型表示装置。
【請求項２】
請求項１において、前記輝度調整領域決定手段は、前記人物位置検出手段が検出する人物
位置と重複する領域を前記映像光の輝度調整範囲とすることを特徴とする投写型表示装置
。
【請求項３】
請求項１において、前記撮像手段は、前記ディスプレイ領域とその周辺領域を撮像範囲と
する事を特徴とする投写型表示装置。
【請求項４】
請求項３において、前記人物位置検出手段は、前記撮像手段が撮像したディスプレイ領域
下部の撮像情報を元に、ディスプレイ領域における人物位置の水平方向範囲の検出を行な
い、
前記輝度調整範囲決定手段は、前記人物位置の水平方向範囲の前記ディスプレイ領域を輝
度調整範囲とすることを特徴とする投写型表示装置。
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【請求項５】
請求項１において、前記映像光輝度調整手段は、前記輝度調整領域の前記映像光の輝度を
黒レベルとすることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項６】
投写型表示装置のディスプレイ領域の撮像情報に基づき、前記ディスプレイ領域に位置す
る人物の位置情報を検出するための人物位置検出制御情報と、前記人物の位置情報から前
記投写型表示装置が投写する映像光の輝度調整領域を決定するための輝度調整領域決定制
御情報と、前記輝度調整領域の前記映像光の輝度を調整するための映像光輝度調整制御情
報と、を記憶したコンピュータ読取り可能な情報記憶媒体。
【請求項７】
請求項６において、前記輝度調整領域決定制御情報は、前記ディスプレイ領域に位置する
人物の位置に重複する領域を前記映像光の輝度制御範囲とする制御情報を含むことを特徴
とする情報記憶媒体。
【請求項８】
請求項６において、前記人物位置検出制御情報は、投写型表示装置のディスプレイ領域下
部の画像情報を元に、ディスプレイ領域における人物位置の水平方向範囲の検出を行ない
、
前記輝度調整範囲決定制御情報は、前記人物位置の水平方向範囲の前記ディスプレイ領域
を輝度調整範囲とする制御情報を含むことを特徴とする情報記憶媒体。
【請求項９】
請求項６において、前記映像光輝度調整制御情報は、前記輝度調整領域の前記映像光の輝
度を黒レベルとする制御情報を含むことを特徴とする情報記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶プロジェクタ等の投写型表示装置及び情報記憶媒体に関する。
【０００２】
【背景技術及び発明が解決しようとする課題】
近年、パーソナルコンピューターと液晶プロジェクタ等の投写型表示装置の普及により、
電子映像情報を拡大投影する形態でのプレゼンテーションが広く行われている。
【０００３】
プレゼンテーションにおいては、プレゼンターがディスプレイ領域の一部を直接位置指示
することで、表示内容の要点を指し示すことができ、より効果的で効率的なプレゼンテー
ションが実現する。したがって、時にはディスプレイ領域内にプレゼンターが位置し、聴
衆を見ながらプレゼンテーションを行うケースがある。この時、投写型表示装置を使用し
ている場合、プレゼンターの位置から見て、投写型表示装置と観衆は同じ方向であるため
、プレゼンターの目には、投写型表示装置が出力する映像光が直接入射する。
【０００４】
明るい環境においても十分な投写映像の明るさが得られる様、投写型表示装置の投写光量
は年々向上している。従って、プレゼンターの目に投写型表示装置の映像光が直接入射し
た場合、プレゼンターは眩しさと不快感を感ずるという問題がある。
【０００５】
またこの時、プレゼンターが眩しさの為に目を細めてしまうことで顔の表情が変化して、
聴衆のプレゼンターに対する印象に悪影響を及ぼす可能性もある。
【０００６】
本発明は、このような課題に鑑みて成されたものであり、その目的は、投写型表示装置の
ディスプレイ領域における、人物が位置する領域の映像光の明るさを制御する、プレゼン
ター防眩対策機能を有する投写型表示装置、および投写型表示装置を有するシステムの情
報記憶媒体を提供することにある。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、第１の発明は、
ディスプレイ領域に映像光を投写する映像光投写手段と、前記ディスプレイ領域を撮像す
る撮像手段と、前記撮像手段によって得られた撮像情報から前記ディスプレイ領域に位置
する人物の位置情報を検出する人物位置検出手段と、前記人物の位置情報から前記映像光
の輝度調整領域を決定する輝度調整領域決定手段と、前記輝度調整領域の前記映像光の輝
度を調整する映像光輝度調整手段と、を有することを特徴とする投写型表示装置である。
【０００８】
このため、ディスプレイ領域に位置する人物の位置情報から、映像光の制御を行うことで
、ディスプレイ領域の人物、つまりプレゼンターのための防眩対策が可能になる。
【０００９】
第２の発明は、第１の発明において、前記輝度調整領域決定手段は、前記人物位置検出手
段が検出する人物位置と重複する領域を前記映像光の輝度調整範囲とすることを特徴とす
る投写型表示装置である。
【００１０】
このため、人物位置と重複する領域の映像光の輝度制御を行うことで、人物の目の位置の
映像光の輝度制御を確実に行うことができる。また人物の目の位置のみを検出する場合に
比べ、人物そのものの位置は領域が大きく、容易に確実に検出でき、効果的な防眩対策が
可能である。なお、人物位置に投写される映像光は、映像を見る観衆にとっては、人物の
存在によって映像が見えない領域であり、人物位置全体の映像光の輝度制御を行うことは
、表示機能に大きな影響を与えるものではない。
【００１１】
第３の発明は、第１の発明において、前記撮像手段は、前記ディスプレイ領域とその周辺
領域を撮像範囲とする事を特徴とする投写型表示装置である。
【００１２】
このため、ディスプレイ領域の周辺でも、人物位置検出が可能になる。ディスプレイ領域
で人物検出を行うには、ディスプレイ像と人物像の分離を行う必要があるが、ディスプレ
イ領域の周辺はその必要が無く、容易に人物像の検出が可能になる。
【００１３】
第４の発明は、第３の発明において、前記人物位置検出手段は、前記撮像手段が撮像した
ディスプレイ領域下部の撮像情報を元に、ディスプレイ領域における人物位置の水平方向
範囲の検出を行ない、
前記輝度調整範囲決定手段は、前記人物位置の水平方向範囲の前記ディスプレイ領域を輝
度調整範囲とすることを特徴とする投写型表示装置である。
【００１４】
このため、ディスプレイ領域下部という限定された領域の撮像情報から、容易に人物像を
検出することができる。ディスプレイ領域下部で位置検出が可能な理由は、プレゼンター
である人物は通常直立姿勢であるので、ディスプレイ領域に目つまり顔が存在する場合は
、ディスプレイ領域下部には胴体もしくは脚部が存在する。それを検出することで、人物
のディスプレイ領域の水平方向位置が検出できるためである。ディスプレイ領域の検出し
た水平方向位置全体に対して、映像光の輝度制御を行うことで、プレゼンターが直立して
いる場合、目の位置の映像光も輝度制御できる。
【００１５】
第５の発明は、第１の発明において、前記映像光輝度調整手段は、前記輝度調整領域の前
記映像光の輝度を黒レベルとすることを特徴とする投写型表示装置である。
【００１６】
このため、プレゼンターの目に直接入射する映像光を大幅に低減することができる。なお
、人物位置に投写される映像光は、映像を見る観衆にとっては、人物の存在によって映像
が見えない領域であり、人物位置全体の映像光を黒にしても、表示機能に大きな影響を与
えることもない。
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【００１７】
第６の発明は、投写型表示装置のディスプレイ領域の撮像情報に基づき、前記ディスプレ
イ領域に位置する人物の位置情報を検出するための人物位置検出制御情報と、前記人物の
位置情報から前記投写型表示装置が投写する映像光の輝度調整領域を決定するための輝度
調整領域決定制御情報と、前記輝度調整領域の前記映像光の輝度を調整するための映像光
輝度調整制御情報と、を記憶したコンピュータ読取り可能な情報記憶媒体である。
【００１８】
第７の発明は、第６の発明において、前記輝度調整領域決定制御情報は、前記ディスプレ
イ領域に位置する人物の位置に重複する領域を前記映像光の輝度制御範囲とする制御情報
を含むことを特徴とする情報記憶媒体。
【００１９】
第８の発明は、第６の発明において、前記人物位置検出制御情報は、投写型表示装置のデ
ィスプレイ領域下部の画像情報を元に、ディスプレイ領域における人物位置の水平方向範
囲の検出を行ない、
前記輝度調整範囲決定制御情報は、前記人物位置の水平方向範囲の前記ディスプレイ領域
を輝度調整範囲とする制御情報を含むことを特徴とする情報記憶媒体である。
【００２０】
第９の発明は、第６の発明において、前記映像光輝度調整制御情報は、前記輝度調整領域
の前記映像光の輝度を黒レベルとする制御情報を含むことを特徴とする情報記憶媒体であ
る。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
（１）全体の説明
図１は、本発明が適用された投写型表示装置の使用形態の概略説明図である。
【００２３】
スクリーン４上には、正面に設けられた投写型表示装置であるプロジェクター１から、デ
ィスプレイ領域３に映像光が投写されている。図１ではプレゼンターである人物５は、所
定の位置を指し示めすために、このディスプレイ領域３内に存在し、観衆７を見ながらプ
レゼンテーションを行っている様子が描かれている。プロジェクター１には、撮像手段で
あるＣＣＤカメラ２を設け、ディスプレイ領域上の人物位置を検出する。そして、人物位
置の検出結果に従い、映像光輝度調整領域６の映像光を黒レベルにする。よって、プロジ
ェクター１から投写される映像光の、人物５の目に対する入射量が低減され、人物５は、
映像光による眩しさを感じない。
【００２４】
ここで、映像光輝度調整領域６には本来表示されるべきディスプレイ情報が表示されなく
なるが、人物５はスクリーン４で映像光が反射するのを妨げているので、たとえ映像光の
輝度を調整しなかったとしても、人物５が位置する箇所では正常な映像を得ることができ
ないため、映像光輝度調整領域６がほぼ人物５の位置と一致する場合、映像光輝度調整６
による、表示情報の低下は少ない。
【００２５】
図２は、本実施例の投写型表示装置システムの機能ブロック図を示す。
【００２６】
投写型表示装置１１は、映像光投写手段１３の他に、撮像手段１４と 部１２を有する
。
【００２７】
撮像手段１４は、光を電気信号に変換する手段であり、ＣＣＤカメラを使用する。その撮
像領域は、映像光投写手段１３のディスプレイ領域を含む領域である。
【００２８】
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部１２は映像光の輝度制御を行う部分で、機能別に、人物位置検出部１５、輝度調整
領域決定部１６及び映像光輝度調整部１７より成る。人物位置検出部１５は、撮像手段１
４で得られる撮像情報から、ディスプレイ領域上の人物の位置を検出する処理を行う。輝
度調整領域決定部１６は、人物位置検出部１５で求めた人物の位置情報を元に、ディスプ
レイ領域のどの領域の輝度を低く調整するか、その領域を決定する処理を行う。映像光輝
度調整部１７では、本来の表示イメージを示す映像入力１８に対して、輝度調整領域決定
部１６で求めた輝度調整領域の輝度を、黒レベルなどにして、輝度を低減する処理を行う
。
【００２９】
なお、撮像手段１４、及び 部１２は、映像光投写手段１３と共に、投写型表示装置１
１の内部に、必ずしも一体化されて存在する必要はない。例えば、 部１２のみ外部に
存在してもよい。また、 部１２の一部の機能、例えば映像光輝度調整部１７のみ投写
型表示装置１１内に存在し、それ以外が外部に存在してもよい。また、 部１２は、専
用のハードウェアでもコンピューター上でも、機能を実現できる。
【００３０】
（２）防眩処理内容の説明
ディスプレイ領域上の人物位置の映像光輝度を低減する一連の処理である、防眩処理の一
実施例について説明する。この防眩処理は、 部１２で行う。
【００３１】
図３は、本実施例の防眩処理全体を示すフローチャートであり、図４は、本実施例の防眩
処理の動作を示すタイミングチャートである。図３と図４を用いて説明を行う。
【００３２】
まず、ステップＳ０１で、撮像手段で得られる撮像情報から、ディスプレイ領域周辺下部
領域２０の撮像情報を抽出する。つまり、全撮像領域２２の撮像情報の中から人物位置検
出をする領域の情報だけを抽出する。ディスプレイ領域周辺下部領域２０の撮像情報から
人物位置の水平方向位置の検出を行う目的は、ディスプレイ領域で人物検出を行う場合に
は、ディスプレイ像と人物像の分離を行う必要があるが、ディスプレイ領域の周辺ではそ
の必要が無く、容易に人物像の検出が可能であるからである。また、ディスプレイ領域周
辺下部領域２０の撮像情報から人物位置の水平方向位置の検出を行うことが可能である理
由は、プレゼンターである人物は直立しているので、ディスプレイ領域に目つまり顔が存
在する場合は、ディスプレイ領域周辺下部には胴体もしくは脚部が存在する。したがって
それを検出することで、人物のディスプレイ領域の水平方向位置が検出できるからである
。なお、人物の水平方向位置のみを検出する場合においても、ディスプレイ領域の検出し
た水平方向位置全体に対して映像光の輝度制御を行うことで、プレゼンターが直立してい
る場合、目の位置の映像光も輝度制御が可能であり、プレゼンターの防眩という目的が達
成できる。
【００３３】
撮像信号３１は、ステップＳ０１の処理によって得た、図４のディスプレイ領域周辺下部
領域２０の撮像情報の１水平ライン分を示す。人物５が存在する部分の、撮像信号３１の
輝度レベルは人物５が存在しない部分よりも低い。これは、ディスプレイ周辺領域がスク
リーンである場合、人物５はスクリーンよりも光を反射しないため、暗くなるためである
。
【００３４】
次に、ステップＳ０２で、ステップＳ０１で得た撮像情報を２値化して人物位置情報を生
成する。つまり、撮像信号３１を２値化スレッショルド３２によって２値化して、人物の
水平方向位置を示す人物位置信号３３を得る。
【００３５】
なお、ステップＳ０１とＳ０２の処理は、図２の人物位置検出部１５で行う処理に対応す
る。
【００３６】
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次に、ステップＳ０３で、人物位置検出情報から映像光の輝度調整領域情報を生成する。
具体的には、ステップＳ０２で得た、人物の水平方向位置情報を示す人物位置信号３３に
対して、パルス幅つまり位置情報を広げた、輝度調整領域信号３４を生成する。元々の人
物位置領域よりも、輝度調整領域を広くする理由は、人物が完全に直立していないケース
においても、人物の顔の領域の映像光制御ができる様、余裕を持たせるためである。
【００３７】
なお、輝度調整領域が必要以上に広いと、正常なディスプレイ領域が不必要に狭くなるた
め、人物位置領域よりも輝度調整領域を広くする程度は、調整可能な構成とするのが望ま
しい。
【００３８】
ステップＳ０３の処理は、図２の輝度調整領域決定部で行う処理に対応する。
【００３９】
最後に、ステップＳ０４で、輝度調整領域の映像信号を黒レベル化して投写映像情報を生
成する。具体的には映像光投写手段が本来投写する映像情報である映像入力信号３５に対
して、ステップＳ０３で得た輝度調整領域信号３４のタイミングで、黒レベルにクランプ
する処理を行い、投写映像信号３６を得る。
【００４０】
ここで、図４は、ある水平１ライン分の処理を示しているが、輝度調整領域信号３４は、
１フレーム分の時間保持し、映像入力信号３５の各水平ラインごとに、輝度調整領域信号
３４のタイミングで黒レベルクランプ処理を行い、１フレーム分の投写映像信号３６を得
る。その時のディスプレイには、黒レベル領域２３が生ずるため、人物５の目に対する映
像光の直接入射量が低減され、防眩効果が得られる。
【００４１】
以上、防眩処理の一実施例を説明したが、本実施例の防眩処理方法は、ディスプレイ領域
周辺で人物位置の水平方向位置を検出し、ディスプレイ領域のある水平範囲の映像光を黒
レベルする方法であり、厳密にディスプレイ領域内の人物位置を検出する場合に比べ、シ
ンプルな処理で確実に防眩効果を得ることができる特徴がある。
【００４２】
なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲で
各種の変形が可能である。
【００４３】
たとえば、撮像手段の、ディスプレイ領域周囲下部領域２０のみを撮像領域としてもよい
。
【００４４】
また、撮像手段と 部を投写型表示装置と別置し、 部をパーソナルコンピューター
で実現してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用された、投写型表示装置の使用形態の概略説明図。
【図２】本実施例の投写型表示装置システムの機能ブロック図。
【図３】本実施例の防眩処理全体を示すフローチャート。
【図４】本実施例の防眩処理の動作を示すタイミングチャート。
【符号の説明】
１．プロジェクター
２．ＣＣＤカメラ
３．ディスプレイ領域
４．スクリーン
５．人物
６．映像光輝度調整領域
７．観衆
１１．投写型表示装置
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１２． 部
１３．映像光投写手段
１４．撮像手段
１５．人物位置検出部
１６．輝度調整領域決定部
１７．映像光輝度調整部
１８．映像入力
２０．ディスプレイ領域周辺下部領域
２２．全撮像領域
２３．黒レベル領域
３１．撮像信号
３２．２値化スレッショルド
３３．人物位置信号
３４．輝度調整領域信号
３５．映像入力信号
３６．投写映像信号
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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